
 

 

 

報道関係各位            2022 年 3 月吉日 

ピルボックスジャパン株式会社 

アスリート向け「勝つためのスポーツニュートリション」ブランド 

『VICTORY LAB(ヴィクトリーラボ)』 

ブランドリニューアル新発売 

全国のスーパースポーツゼビオ店舗にて 3 月 18 日（金）より順次発売 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、ピルボックスジャパン株式会社（代表取締役社長：栖原徹／所在地：東京都港区）で

は、アスリートに向けた“勝つためのスポーツニュートリション”ブランド「VICTORY LAB（ヴィ

クトリーラボ）」を、2022 年 3 月 18 日（金）より全国のスーパースポーツゼビオ店舗でリニュー

アル新発売します。 

 

■VICTORY LABとは？ 

VICTORY LAB は 2008 年の発売より変わらず、「勝利」を目指すアスリートやプレーヤーのため

に最適な栄養素を配合したサプリメントを提供するブランドです。「必要な栄養素を必要な時に摂

取し、体のコンディションをコントロールすることで、プレーヤー自らが勝利へと近づいてい

く。」それが VICTORY LAB の目指すスポーツ科学です。「勝利」という、あらゆるプレーヤー

が持つ強い想い・情熱をエネルギーに変えるため、VICTORY LAB はニュートリションを通じてサ

ポートします。 

 

  



 

 

 

■ブランドリニューアルの背景 

2008 年のブランド誕生以来、一貫してアスリート・プレーヤーの「コンディショニングに最適な

ニュートリション“を追求し続けることで、VICTORY LABは多くのお客様の支持を頂いておりま

す。今回のリニューアルでは、現行品の配合内容のレベルアップ、運動前から運動後にかけてトー

タルサポートができるよう製品ラインアップを見直し、さらにパッケージもアスリート・プレーヤ

ーの力強さを表現した黒基調のパッケージラインナップに進化させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商品特長 

１．アスリート・プレーヤーの運動前から運動後をトータルサポート 

リニューアルによる商品ラインナップは、アスリート・プレーヤーが「運動に取り組む前」のタイ

ミングから、「運動が終わった」タイミングまで、運動に関わる全てのタイミングにおいて、

VICTORY LAB 商品がカバーできる商品展開にしました。「運動前」～「運動中」～「運動後」ま

で一貫して同ブランドで栄養補給を行うことで、運動に最適なコンディションを維持できます。 

 【運動前】：JET SHOT、JET GEL 

 【運動中】：JET GEL EX、CONDITION WATER 

 【運動後】：RECOVER STICK、Oligonol Pro 

 

２．機能性成分「Oligonol（オリゴノール）」を全商品に配合 

今回のリニューアルにおいては、“運動による一過性の身体的疲労感を軽減する”機能性表示食品

「Oligonol Pro」をブランド基軸商品とし、ブランド全商品に同成分のOligonol を配合しました。

アスリート・プレーヤーが運動に関わる全てのタイミングにおいて、Oligonol を摂取し、理想のコ

ンディションを維持できるよう、ブランド全体の配合内容をレベルアップしました。 
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■商品ラインナップ 

 

 

 

  

 商品名 JET SHOT（ジェットショット） 

 内容量 50ml 

 標準小売価格 200 円（税抜） 

 賞味期限 12 ヶ月 
 

お召し上がり方 1 日 1 本を目安にお召し上がりください。 

 

 

栄養成分表示１本
（50ml）当たり 

エネルギー：13.5kcal、たんぱく質：1.6g、脂質：0g、
炭水化物：5.0g、食塩相当量：0.04mg 

 商品について 勝負を決めるチャンスにワンショットを体にチャージ！
「勝つためのブーストドリンク」 
運動時の栄養に欠かせないビタミ 5 種のビタミン B 群、
カフェイン、アルギニン、シトルリンを配合。 

 商品名 JET GEL（ジェットジェル） 

 内容量 50g 

 標準小売価格 650 円（税抜） 

 賞味期限 12 ヶ月 
 

お召し上がり方 1 日 1 包を目安にお召し上がりください。 

 

 

栄養成分表示 1 包
（50g）当たり 

エネルギー：126kcal、たんぱく質：1.1g、脂質：0g、炭
水化物：30.5g、食塩相当量：0.05mg 

 商品について 勝負を制すエナジーチャージ！ 
オリゴノール®＋BCAA＋蜂蜜のトリプル配合で、運動中
の頑張る体に速攻エナジーチャージ。  

 商品名 JET GEL EX（ジェットジェル イーエックス） 

 内容量 35g 

 標準小売価格 920 円（税抜） 

 賞味期限 12 ヶ月 
 

お召し上がり方 1 日 1 包を目安にお召し上がりください。 

 

 

栄養成分表示 1 包
（35g）当たり 

エネルギー：17.9kcal、たんぱく質：1.4g、脂質：0g、
炭水化物：3.1g、食塩相当量：0.035mg 

 商品について 勝負を決めるタフネスチャージ！ 
クレアルカリン®＋βアラニン配合により、ここぞとい
う局面をサポート。 



 

 

 

 

 

※OLIGONOL®（オリゴノール）は株式会社アミノアップの登録商標です。※クレアルカリン®はAll American 

Pharmaceutical社の登録商標です。※Zynamite®はNektium Pharma, S.L.社の登録商標です。 

 

 商品名 CONDITION WATER（コンディションウォーター） 

 内容量 90g (9.0g×10 包) 

 標準小売価格 2,400 円（税抜） 

 賞味期限 18 ヶ月 
 

お召し上がり方 1 日 1 包を目安に 500ml 程度の水とよく混ぜてお召し上
がりください。 

 

 

栄養成分表示 1 包
（9.0g）当たり 

エネルギー：34kcal、たんぱく質：0g、脂質：0g、炭水
化物：8.5g、食塩相当量：0.5mg 

 商品について 勝つためのコンディショニング！ 
運動時に失われる水分や電解質の補給に適した「コンデ
ィショニングウォーター」 
BCAA、3 種のアミノ酸、クエン酸、4 種のミネラル、
ビタミン C を配合。 

 商品名 RECOVER STICK（リカバースティック） 

 内容量 60g (4.0g×15 包) 

 標準小売価格 3,500 円（税抜） 

 賞味期限 18 ヶ月 
 

お召し上がり方 1 日 1 包を目安に水などの飲み物と一緒にお召し上がり
ください。 

 

 

栄養成分表示 1 包
（4.0g）当たり 

エネルギー：16kcal、たんぱく質：0.2g、脂質：0g、炭
水化物：3.7g、食塩相当量：0.0016mg 

 商品について 運動後の不足した栄養を補う「リカバリーパウダー」。 
運動後の活力補給に『Zynamite®』『オリゴノール®』。 
アスリートに人気の高いエネルギー補給成分、クエン
酸、イミダゾールジペプチド、BCAA、L-グルタミンを
配合。 

 商品名 Oligonol Pro（オリゴノールプロ） 

 内容量 6.8g (0.34g×20 粒) 

 標準小売価格 2,800 円（税抜） 

 賞味期限 36 ヶ月 
 

お召し上がり方 一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上が
りください。 

 

 

栄養成分表示 1 粒
（0.34g）当たり 

エネルギー：1.32kcal、たんぱく質：0.0017g、脂質：
0.005g、炭水化物：0.32g、食塩相当量：0.001mg 

 商品について 「運動による一過性の身体的疲労感を軽減する」機能性
表示食品。（機能性関与成分：ライチおよびチャ由来降
フラバノール単量体並びに二量体 20mg） 



 

 

 

VICTORY LABは今後も、アスリートやプレーヤーの多様な目的に合わせた、最適で高品質な製品

を提供するために革新を続け、確かな信頼性を築いていくことに尽力してまいります。 

 

■PILLBOX について 

PILLBOX＝くすり箱。「あなたの健康に少し役立ちたい」という理念のもと、安全で、スペックの高い、

ユニークなサプリメントの企画・開発を信念に製造販売を行う。 

主力の PILLBOX ブランドに加え、世界的に成功を収めるグローバルブランドの日本でのマーケティン

グと販売も担っている。 

 

■会社概要 

社名：ピルボックスジャパン 株式会社 

本社所在地：東京都港区北青山3-11-7 Aoビル 13F 

代表取締役社長：栖原 徹 

設立：2002年7月10日 

事業内容：自社企画・開発の健康食品、機能性表示食品、化粧品のメーカー事業 / 海外有名ブラン

ドの日本総代理店事業 

URL：www.pillboxjapan.com 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

ピルボックスジャパン株式会社 広報担当：小出 

TEL： 03-6804-2922 ／ FAX： 03-6804-2921 

〒107-0061 東京都港区北青山 3-11-7 Aoビル 13F 
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